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社会福祉協議会は、
住み慣れた地域の中で誰もが
安心して暮らせる社会を作ることを目的とした、
社会福祉法に定められた民間の福祉団体です。
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ふれあいフェスティバル2015
平成27年度

第

32回

平成27年 9 月 23 日（水・祝）
10：00ー15：00

サニープレイス座間・
ハーモニーホール座間 他

※詳細は裏面を
ご覧ください。

フ ードド ラ イ ブ

三陸海の幸
東日本大震 災復 興 支援イベント

『もったいない』から『ありがとう』へ

座間市社協が実施したボランティアバス派遣先宮城県の女
川町から仕入れたさんま・ホタテをその場で網焼きにして販
売します。
現地で仕入れた新鮮な海の幸を買って支援！食べて支援！

フードドライブとは、
買い置きしたまま自宅で眠っている缶詰めや乾物、
季節の
ご挨拶で頂いたままになっている調味料や菓子などを集める活動のことです。
それ
らをまとめて寄付することで、
様々な理由から食に困る方々へ届けられます。
今年の福祉まつりは〜つながる〜をテーマにしています。
『もったいない』
を
『あり
がとう』
へつなげるこの活動に賛同し、
ふれあい広場本部テントで実施します。
ご自宅や会社で眠ったままになっている食品がありましたら、
是非お持ちください。
＜お持ちいただきたい食品＞
◆缶詰 ◆インスタント・レトルト食品
（冷凍・冷蔵食品は除く）
◆調味料
（食用油・醤油・味噌・砂糖など）
◆嗜好品
（インスタントコーヒー・お茶など）
◆乾物
（米・パスタ・乾麺など）
＜条件＞
◆未開封のもの ◆外装・包装が破損していないもの
◆ビン詰でないもの ◆賞味期限が１ヶ月以上あるもの
◆生鮮食品ではないもの

売上の全額を女川ママサポーターズへ寄付します。
ふれあい広場本部テント横で販売します。座間市社協が取
り組んできた様々な活動の報告も掲示します。
是非お立ち寄りください。

ハ ー モ ニー ホ ー ル 小 ホ ー ル
ざまりんと元気アップ！

ス タ ン プ ラリー

健康をテーマにした体操やひまわり音頭・座間音頭をざまりんと
一緒に踊りましょう♪レク式体力チェックやわなげ・トリコロキュー
ブといった子どもから大人まで楽しめるアトラクションも用意して
います。入口では厚木ヤクルト販売会社の協力によるヤクルトの試
飲も行います。

今年もやります♪ 〜スタンプラリー〜
福祉まつり数カ所に設けたブースをまわり、お話を聞いたり体験したり…対象
ブースを全て回ると先着150名にプレゼントがもらえます。
ふれあい広場本部テントで専用用紙をもらい、制覇できたらハーモニーホール
小ホールでプレゼントをゲットしましょう♪

ざまりんに必ず会えるチャンスです!!
是非遊びに来てください。

この イベントに関するお問い合 わ せは 地 域福祉 班 T EL .0 4 6 -266 -1294 FA X .0 4 6 -266 -20 0 9

座間市しゃきょう「点字版」
「録音版」を発行しています。

地

主催：座間市社会福祉協議会
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自主製品（雑巾・布巾・マグネット・アームバンド・ブレスレット・ポーチ）
自主製品（はがき・カード・小物入れ・織り製品）
・ペットボトル
自主製品（エコバック・メモ用紙・ハンドタオル・コースター等）
焼き菓子（パウンドケーキ・マドレーヌ・フィナンシェ・クッキー）
グリーティングカード・ポストカード・メッセージカード・ブレスレット・
ネックレス・携帯ストラップ・メモ帳

お弁当・おにぎり・お茶・手作り品
手作り品（袋物）
・日用雑貨品・フランクフルト・チキンナゲット・お茶・
ジュース

やきとり

いぶき

えのきの里

ウインディーザマ

グローリー

もくせい園

身体障害者協会

障害者入所施設建設促進会

ひばりが丘2丁目地区社協
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この広報紙「座間市しゃきょう」の作製には、社協会費の一部が充てられています。

地

ざまりんと一緒に健康体操＆踊り体験・わなげ・
レク式体力チェック・トリコロキューブ体験・
ヤクルト試飲コーナー

無料

内容

参加

主催

場所
時間
内容

ハーモニーホール座間 大ホール
10：00〜11：30
福祉分野における功労者への表彰・感謝
福祉作文・論文・標語などの朗読・発表
座間市・座間市社会福祉協議会

第42回 座間市福祉大会

ふれあいフェスティバル2015 第1部

福祉大会

13：00〜15：00

時間

大ホール

ハーモニーホール座間 小ホール

小ホール

宝島

ひばりが丘若葉会
30 緑の家
31 かざぐるま
32 いずみの郷
33 さくらんぼ
34 tisse
（ティセ）
35 野っぱら
29

28

24

Cafe きづき
手をつなぐ育成会
25 神奈川ライトハウス
26 視覚障害者協会
27 ボランティア連絡協議会
23
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4
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ロータリー

おはやし
民謡踊り

ふれあい広場
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アトリウム

市役所

27 28 29 30 31 32 33 34 35

23 24 25 26

サニープレイス座間

マーラーカオ（蒸しケーキ）
・ハイビスカスティー
和菓子・お菓子・さかなつりゲーム
かき氷・自主製品（製作品・便利グッズ）
クイックマッサージ
家庭用品・衣類・小物手作り品・布ぞうり・雑貨
自主製品（しおり・ストラップ・小物）
・サクサククッキー・ざまりん焼き・しそジュース・
おにぎりセット・ミネストローネ・リサイクル品・野菜）
きゅうり一夜漬け・コーラ・ラムネ・お茶
ざまりん製品・ビーズ製品・染物製品・アクリルたわし
自主製品・スピードくじ
自主製品（ざまりんバッジ・ストラップ・シュシュ・ミサンガ・車いすマーク）
自主製品（モップ・ポーチ・ざまりんキーホルダー）
手芸品（刺し子・ビーズ指輪・鍋敷き・石鹸・布小物・ミサンガ等）
コーヒー・・アイスコーヒー・アイスグリーンティー

福祉まつり店（サニープレイス座間）11：00〜14：30

ハーモニーホール座間

ギャラリー

ざまりんと元気アップ！

市内福祉施設の製作作品展示／福祉作文・標語入選
作品掲示／市内各老人クラブ会員の製作品展示

9月19日(土)〜9月23日(水・祝)10：00〜16：30
（23日のみ16：00まで）
ハーモニーホール座間 ギャラリー

15

あやとり・
おてだま・
バルーンアート

7

14

8

所：講習室
間：10:00〜14:30
力：座間市おもちゃドクターの会

所：多目的室
間：10：30〜14：30
容：ボランティアによる歌あり踊りありの活動紹介

容：体力測定
（握力／開眼片足・血管年齢）
・高齢者相談
力：市内地域包括支援センター・介護予防ボランティア
内
協

容：福祉用具体験と相談
力：楽天家・ソウワホーム・けやきサポート・近鉄スマイル・
日本製紙クレシア
（尿とりパット無料配布）

★福祉用具体験コーナー ※スタンプラリー対象ブース

内
協

★介護予防測定

『出かけよう！ そしてつながろう！』

サニープレイス座間 2階（10：00〜15：00）

場
時
内

所：プレイルーム前
間：10：00〜14：30
容：学習支援ボランティアによる理科実験など

★ボランティアグループリレー活動紹介

場
時
内

★学習支援

場
時
協

★おもちゃドクター

協

所：ミーティングルーム・研修室
間：10:00〜14:30
容：福祉に関するボランティアってどんなことがあるの？
来て！ 見て！ 体験してみよう！
拡大写本体験／手話体験／車いす体験／点訳体験／
要約筆記体験／録音体験／
ボランティアクイズ・情報・相談コーナー
力：座間市ボランティア連絡協議会

★福祉オリエンテーリング ※スタンプラリー対象ブース
場
時
内

サニープレイス座間 3階

※9/14〜9/18座間市社協広報誌パネル展示

●神奈川県社会福祉士会 ●座間市薬剤師会
●神奈川県厚木保健福祉事務所
●座間市心の相談コーナーnoued ●行政書士会
●座間市防犯協会、
座間警察署

★福祉情報ブース ※スタンプラリー対象ブース

19

10

★じぶんの町を良くするしくみ★

場所

日時
場所
内容

座間市福祉展・趣味の作品展

10 11 12 13

アイス・お菓子・ペットボトル・ざまみず・ざまりんグッズ

9

会場案内・救護・迷子・放送

たい焼き ＊古着Tシャツ5枚でたい焼き1個プレゼント

ざま災害ボランティアネットワーク

19

22 ほほえみショップ

ビスケット・あられ・お茶・ペットボトルお茶・手作り小物

更生保護女性会

18

21 本部

ホットコーヒー・アイスコーヒー

民生委員児童委員協議会

17

三陸海の幸（さんま・ホタテ焼き）
・東日本大震災募金・社協事業紹介

玉こんにゃく

小松原地区社協

16

20 座間市社協

ポップコーン・タオル・石鹸

相武台地区社協

15

27

日︵月︶

みそおでん

雑貨・衣類

サポートざま

やきそば・とん汁・えびせん・綿菓子

相武台東地区社協

14

アトリウム

月

11 母子福祉白梅会

地元野菜

うどん・そば・かき氷・じゃがバター

ひばりが丘１丁目地区社協

13

No.
146

年

上栗原地区社協

いそべ焼きもち

ひばりが丘5丁目地区社協

12

会場マップ 〜ハーモニーホール座間・ふれあい広場・サニープレイス座間〜

〜福祉のつながりが、もっと楽しくなる！
！〜

平成

2

福祉まつり店（ふれあい広場）11：00〜14：30

32回

平成27年 9 月23日（水・祝）
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赤い羽根共同募金活動はじまる！

